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１．18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （金額は百万円未満を切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 184 (△30.4) △21 (－) △20 (－)

17年12月中間期 264 (－) 137 (－) 137 (－)

18年６月期 538 253 235

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年12月中間期 △30 (－) △982 15 － －

17年12月中間期 81 (－) 2,961 27 － －

18年６月期 136 4,760 07 4,579 71

（注）１．期中平均株式数 18年12月中間期 31,380株 17年12月中間期 27,380株 18年６月期 28,574株

なお、平成17年11月29日付で株式１株を２株に株式分割しております。

２．会計処理の方法の変更 無

３．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率でありますが、当社は平成17年12

月中間期より中間財務諸表を作成しているため、平成17年12月期中間期については記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、平成18年12月中間期においては中間純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。また、平成17年12月中間期においては、新株予約権の残高がありますが、非上場であり期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 1,910 1,869 97.9 59,573 52

17年12月中間期 267 171 64.1 6,256 48

18年６月期 2,027 1,900 93.7 60,555 67

（注）期末発行済株式数 18年12月中間期 31,380株 17年12月中間期 27,380株 18年６月期 31,380株

尚、平成17年11月29日付で株式１株を２株に株式分割しております。

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 446 △118 △128

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 △4,105円22銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年６月期 － － － － － －

19年６月期（実績） － － － － － －

19年６月期（予想） － － － － － －

＊　上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年12月31日現在）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日現在）
前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   182,845   1,807,611   1,920,102  

２．売掛金   66,954   40,488   40,836  

３．その他 ※２  7,284   5,525   20,397  

貸倒引当金   △1,372   △852   △622  

流動資産合計   255,712 95.7  1,852,773 97.0  1,980,712 97.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  1,322 0.5  16,589 0.9  2,633 0.8

２．投資その他の資産  10,288   41,269   44,504   

貸倒引当金  － 10,288 3.8 △403 40,865 2.1 － 44,504 2.1

固定資産合計   11,610 4.3  57,455 3.0  47,137 2.3

資産合計   267,323 100.0  1,910,229 100.0  2,027,850 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金   18,911   25,399   22,062  

２．未払法人税等   57,989   2,448   81,398  

３．その他 ※２  19,120   12,964   24,153  

流動負債合計   96,021 35.9  40,812 2.1  127,613 6.3

負債合計   96,021 35.9  40,812 2.1  127,613 6.3

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   23,000 8.6  － －  － －

Ⅱ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 148,302   －   －   

利益剰余金合計   148,302 55.5  － －  － －

資本合計   171,302 64.1  － －  － －

負債資本合計   267,323 100.0  － －  － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  703,000 36.8  703,000 34.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   994,000   994,000   

資本剰余金合計   － －  994,000 52.0  994,000 49.0

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   172,417   203,237   

利益剰余金合計   － －  172,417 9.0  203,237 10.0

株主資本合計   － －  1,869,417 97.9  1,900,237 93.7

純資産合計   － －  1,869,417 97.9  1,900,237 93.7

負債純資産合計   － －  1,910,229 100.0  2,027,850 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   264,850 100.0  184,238 100.0  538,827 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  12,901 4.9  27,225 14.8  30,953 5.7

売上総利益   251,948 95.1  157,013 85.2  507,873 94.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  114,269 43.1  178,958 97.1  254,537 47.2

営業利益又は営
業損失（△）

  137,679 52.0  △21,944 △11.9  253,336 47.0

Ⅳ　営業外収益 ※２  150 0.1  1,027 0.6  6,429 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※３  6 0.0  － －  24,438 4.5

経常利益又は経
常損失（△）

  137,823 52.0  △20,917 △11.4  235,327 43.7

Ⅵ　特別損失 ※４  － －  － －  2,193 0.4

税引前中間（当
期）純利益又は
税引前中間純損
失（△）

  137,823 52.0  △20,917 △11.4  233,133 43.3

法人税、住民税
及び事業税

 56,345   571   100,745   

法人税等調整額  398 56,744 21.4 9,330 9,902 5.4 △3,625 97,119 18.0

中間（当期）純
利益又は中間純
損失（△）

  81,079 30.6  △30,819 △16.7  136,014 25.2

前期繰越利益   67,222   －   －  

中間未処分利益   148,302   －   －  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237

中間会計期間中の変動額      

中間純損失（△）   △30,819 △30,819 △30,819

中間会計期間中の変動額合計   △30,819 △30,819 △30,819

平成18年12月31日　残高 703,000 994,000 172,417 1,869,417 1,869,417

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年６月30日　残高 23,000 － 67,222 90,222 90,222

事業年度中の変動額      

新株の発行 680,000 994,000  1,674,000 1,674,000

当期純利益   136,014 136,014 136,014

事業年度中の変動額合計 680,000 994,000 136,014 1,810,014 1,810,014

平成18年６月30日　残高 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

――― 関係会社株式 

移動平均法による原価法によって

おります。

関係会社株式

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

①有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

①有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

 工具器具及び備品　　４～６年 建物附属設備　　　　　　15年

工具器具及び備品　　４～15年

　工具器具及び備品　　４～６年 

 ②長期前払費用

定額法によっております。

―――

 

②長期前払費用

定額法によっております。

３．繰延資産の処理方法 ――― ――― 新株発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売掛金等債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

３．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日企業会計基準適用指針第６

号）を当中間会計期間から適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用方針」（企業会計基準委員会平

成15年10月31日企業会計基準適用指針第６

号）を当事業年度から適用しております。

 これにより税引前当期純利益が1,063千円

減少しております。

――― ――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については改正後の財務諸表等規則により

作成しております。従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は1,900,237千円であり

ます。
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追加情報

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

（法人税事業税における外形標準課税部分の

中間損益計算書上の表示方法）

　実務対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い、当中間会計期間から、同実務

対応報告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割1,643千円を販売費及び一般管

理費として処理しております。

――― （法人税事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示方法）

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準

委員会平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当事業年度から、同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割5,113千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。

（消費税等の会計処理）

　消費税等の会計処理については、従来税

込方式によっておりましたが、課税業者に

なったことを契機に当中間会計期間より、

税抜方式によっております。

――― （消費税等の会計処理）

　消費税等の会計処理については、従来税

込方式によっておりましたが、課税業者に

なったことを契機に当事業年度より、税抜

方式によっております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年12月31日現在）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日現在）

前事業年度末
（平成18年６月30日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,676千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,812千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,012千円

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めてお

ります。

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めてお

ります。

※２．　　　　　――― 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 286千円 有形固定資産 1,800千円 有形固定資産 849千円

※２．　　　　　　――― ※２．営業外収益の主要費目及び金額 ※２．営業外収益の主要費目及び金額

受取利息 719千円 受取利息 120千円

消費税等簡易課税制

度適用差益

5,858千円

※３．　　　　　　――― ※３．　　　　　　――― ※３．営業外費用の主要費目及び金額

新株発行費 13,938千円

株式上場費用 10,478千円

※４．　　　　　　――― ※４．　　　　　　――― ※４．特別損失の内訳は次のとおりでありま

す。

本社移転費用  

　減損損失  

　　工具器具及び備品 548千円

　　長期前払費用 515千円

　原状回復費用 1,129千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年６月30日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 6,256円48銭

１株当たり中間純利益 2,961円27銭

１株当たり純資産額 59,573円52銭

１株当たり中間純損失 982円15銭

１株当たり純資産額 60,555円67銭

１株当たり当期純利益 4,760円07銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
4,579円71銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価

が把握できませんので、記載しておりません。

　また、当社は平成17年11月29日付で普通株

式１株を２株に株式分割しております。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、当社は中間純損失を計上してい

るため、記載しておりません。

 また、当社は平成17年11月29日付で普通株式

１株を２株に株式分割しております。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

前事業年度

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（千

円） 
81,079 △30,819 136,014

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間純

損失（△）（千円）
81,079 △30,819 136,014

期中平均株式数（株） 27,380 31,380 28,574

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － 1,125

（うち新株予約権） (－) (－) (1,125)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予

約権の数208個）

――― ――― 

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

該当事項はありません。
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